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◎都道府県･政令指定都市　（設置団体数：3団体　設置窓口数：7箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

大阪府
大阪府府民文化部府政情報室情報公開課
情報公開グループ

540-8570 大阪市中央区大手前２丁目
06-6941-0351

(内線6066)

大阪府 大阪府消費生活センター 559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1-10
ＡＴＣ　ＩＴＭ棟3階

06-6616-0888

大阪市 大阪市総務局行政部行政課（情報公開グループ）　 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 06-6208-9825

大阪市
大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
(民間事業者の個人情報保護) 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 06-6208-7612

大阪市
大阪市消費者センター
（消費生活にともなう個人情報保護）

559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10
アジア太平洋トレードセンターＩＴＭ棟3階

06-6614-0999

堺市
堺市市長公室広報部市政情報課
（市政に関すること）

590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 072-228-7439

堺市
堺市立消費生活センター
（消費生活に関する事項）

590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-16 堺富士ビル6F 072-221-7146

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

岸和田市
岸和田市市長公室広報公聴課内
情報公開コーナー

596-8510 岸和田市岸城町7番1号 072-423-9403

豊中市 豊中市総務部情報公開課 561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 06-6858-2653

豊中市
豊中市立生活情報センターくらしかん
（消費生活に関する事項）

560-0022 豊中市北桜塚2-2-1 06-6858-5070

池田市 池田市市長公室広報広聴課 563-8666 池田市城南1丁目1番1号 072-752-1111

吹田市 吹田市市民生活部市民相談室情報公開課 564-8550 吹田市泉町1-3-40 06-6384-1456

吹田市 吹田市立消費生活センター 564-0027 吹田市朝日町3-203 06-6319-1000

泉大津市
泉大津市総合政策部秘書広報課消費生活センター
（消費生活に関する事項）

595-8686 泉大津市東雲町9-12 0725-33-1131

泉大津市 泉大津市総務部総務課 595-8686 泉大津市東雲町9-12 0725-33-1131

高槻市 高槻市総務部市民情報課 569-0067 高槻市桃園町2-1 072-674-7170

貝塚市
貝塚市消費生活センター
（消費生活に関する事項）

597-8585 貝塚市畠中1丁目17番1号 072-433-7190

貝塚市
貝塚市消費生活センター
（消費生活に関する事項）

597-8585 貝塚市畠中1丁目17番1号 072-433-7160

守口市
守口市消費生活センター
（消費生活に関する事項）

570-8666 守口市京阪本通２－２－５ 06-6998-3600

枚方市 枚方市消費生活センター 573-0032 枚方市岡東町12-3-202 072-844-2431

枚方市
枚方市総務部コンプライアンス推進課
情報公開等受付窓口

573-8666 枚方市大垣内町2-1-20 072-841-1221

茨木市
茨木市消費生活センター
（消費生活に関する事項）

567-0888
茨木市駅前四丁目6番16号
茨木市市民総合センター内

072-624-1999

茨木市
茨木市市民文化部人権・男女共生課
（茨木市個人情報保護条例に関する事項）

567-8505 茨木市駅前3丁目8番13号 072-620-1640

八尾市 八尾市経済環境部産業政策課消費生活係 581-0006
八尾市清水町1丁目1番6号
八尾商工会議所会館内

072-924-8531

泉佐野市 泉佐野市市長公室人権推進課 598-8550 泉佐野市市場東1丁目295-3 072-463-1212

富田林市 富田林市市民人権部人権政策課 584-8511 富田林市常盤町1番1号 0721-25-1000

富田林市 富田林市産業環境部商工観光課 584-8511 富田林市常盤町1番1号 0721-25-1000

◎市区町村　（設置団体数：41団体　設置窓口数：62箇所）
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

寝屋川市 寝屋川市立消費生活センター 572-0041 寝屋川市桜木町5番30号 072-828-0397

寝屋川市 寝屋川市総務部総務課 572-8555 寝屋川市本町1-1
072-824-1181

(内線2249)

河内長野市 河内長野市消費生活センター 586-0014
河内長野市長野町５－１－３０３
（ノバティながの南館３階）

0721-56-0700

河内長野市 河内長野市総務部総務課（情報センター） 586-8501 河内長野市原町1丁目1番1号 0721-53-1111

松原市 松原市消費生活相談コーナー 580-8501 松原市阿保1丁目1番1号 072-337-3112

大東市 大東市総務部総務課 574-8555 大東市谷川1-1-1 072-870-0415

和泉市 和泉市市政情報コーナー 594-8501 和泉市府中町2丁目7番5号 和泉市役所内 0725-41-1551

箕面市 箕面市総務部総務課 562-0003 大阪府箕面市西小路４－６－１ 072-724-6706

柏原市
柏原市市民生活部産業振興課
（消費生活に関すること）

582-8555 柏原市安堂町1-55 072-972-1554

柏原市
柏原市市民生活部人権推進課
（人権に関すること）

582-8555 柏原市安堂町1-55 072-972-1544

柏原市 柏原市総務部総務課（市政に関すること） 582-8555 柏原市安堂町1-55 072-971-5192

羽曳野市 羽曳野市市民人権部市民協働ふれあい課市民相談窓口 583-8585 羽曳野市誉田4-1-1 072-958-1111

門真市 門真市消費生活センター 571-0055 門真市中町1番12号 06-6902-7249

門真市 門真市総務部法務監察課 571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所内 06-6902-5684

門真市 門真市市民生活部人権女性政策課 571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所内 06-6902-6079

摂津市 摂津市市長公室人権女性政策課 566-8555 摂津市三島1-1-1 06-6383-1111

高石市 高石市消費生活センター 592-8585 高石市加茂4-1-1 市役所本館２階 072-267-5501

高石市 高石市総務部庶務課 592-8585 高石市加茂4-1-1 072-275-6197

藤井寺市 藤井寺市総務部総務情報課 583-8583 藤井寺市岡1-1-1 072-939-1035

藤井寺市
藤井寺市市民生活部地域振興課
（消費生活に関すること）

583-8583 藤井寺市岡1-1-1 072-939-1050

東大阪市
東大阪市市長公室広報広聴室
市政情報相談課

577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 06-4309-3123

東大阪市
東大阪市立消費生活センター
(消費生活に関すること)

578-0941 東大阪市岩田町5-7-36 072-965-0102

泉南市 泉南市消費生活センター 590-0592 泉南市樽井1-1-1 072-483-8191

泉南市 泉南市総務部総務課 590-0592 泉南市樽井1-1-1 072-483-0001

四條畷市 四條畷市総務部総務課 575-8501 四條畷市中野本町1番1号 072-877-2121

四條畷市 四條畷市市民生活部産業労働観光課 575-8501 四條畷市中野本町1番1号 072-877-2121

交野市 交野市地域社会部人権と暮らしの相談課 576-0034 交野市天野が原町5丁目5番1号 072-817-0997

交野市 交野市総務部情報課 576-8501 交野市私部1丁目1番1号 072-892-0121

大阪狭山市 大阪狭山市総務部庶務グループ 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1 072-366-0011
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

阪南市 阪南市市民情報コーナー 599-0292 阪南市尾崎町35番地の1 072-471-5678

島本町 島本町総合政策部コミュニティ推進課 618-8570 三島郡島本町桜井2-1-1 075-962-0372

豊能町 豊能町総務部総務課 563-0292 豊能郡豊能町余野414番地の1 072-739-3415

能勢町 能勢町総務部総務課 563-0392 豊能郡能勢町宿野28 072-734-0001

忠岡町 忠岡町町長公室総務課 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 0725-22-1122

熊取町 熊取町企画部広報公聴課 590-0495 泉南郡熊取町野田1-1-1 072-452-9019

熊取町 熊取町消費生活センター 590-0495 泉南郡熊取町野田1-1-1 072-452-6085

田尻町 田尻町総務部総務課 598-8588 泉南郡田尻町嘉祥寺３７５番地１ 072-466-5002

田尻町
田尻町事業部産業振興課
(消費生活に関すること)

598-8588 泉南郡田尻町嘉祥寺３７５番地１ 072-466-5018

岬町 岬町まちづくり戦略室企画政策担当 599-0392 泉南郡岬町深日2000番地の１ 072-492-2775

太子町 太子町総務室総務政策グループ 583-8580 南河内郡太子町大字山田88番地 0721-98-0300

河南町 河南町総務部総務課 585-8585 南河内郡河南町大字白木1359-6 0721-93-2500

千早赤阪村 千早赤阪村総務課総務係 585-8501 南河内郡千早赤阪村大字水分180 0721-72-0081
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